第二部では、「語り場」という形で、

小グループ８つに分かれそれぞれの

講師とより近い環境で、対話をしま

した。生徒が自分が目指している職

と ともに 、ふるさとに 誇りを もって

ル ール・ マナーなどを 学んで もらう

新 生活を 送る上での心 構えや 社会の

新 しく社 会に巣だって いく生 徒に、

は 、この 春卒業し進学 や就職 などで

行 い、五 十名が参加し ました 。これ

ば たき講 座」を矢上交 流セン ターで

通 う三年 生の生徒を対 象とし た「は

それらをとおして、今の邑南町での

験を話されました。

てや り が い や大 変な こ と など 実 体

ていました。また、仕事内容につい

生のヒントになる話を、熱く語られ

い」など、邑南町の魅力や今後の人

いか、どう生きたいのか考えてほし

大事だが、自分がどんな生活をした

新しいことに挑戦できる」
、
「給料も

いが芽生えた」

れたので、邑南町に帰りたいという思

「邑南町で働く生きがいを詳しく知

たいと思った」

「地元に協力できるような人になり

「これからの不安が解消された」

します。

が飛び交い話がひろがりました。

ど、一部とは違い様々な質問や意見

そにないものがたくさんあるので、 一人暮らしでの不安を相談したりな

種の方にアドバイスをもらったり、

も らうこ とを目的とし て、邑南 町公

生活 の 充 実 度は 高い と い う話 が あ

「邑南町に自信を持つことができた」

講師の話の中で、
「邑南町には、よ

民 館連絡 協議会が毎年 行ってい るも

りました。

「邑南町に帰ってきて地域の人の役

二月十日 （水）に、 町内の高 校に

のです。

話を聞きながら、生徒たちからスラ

に少しでも立てたらいいなと思った」

このりんご園の

地は、六十数年前

には林野であり、

数年かけて開墾さ

れ、井坂農園とし

てりんごをはじめ

多くの果樹が栽培

されていた。

その後、亀谷地域の数名の方によ

り、地域農業の活性化の為にりんご

栽培をされるようになり、今年で三

十八年を迎える。

す。このことを忘れずに邑南町に誇

たものや感じたことがあったようで

る島根県最大

上と伝えられ

樹高約６ ４.ｍ
樹齢四百年以

幹周２ ４.ｍ

りをもって、次のステップへと進ん

（順不同）

念物。

町指定天然記

級の椿。

澤田裕美さん

語りスト 森原真也さん、垣崎宏次さん、
･･･
種宏樹さん、柘植春花さん、

ファシリテーター ･･･
小泉篤さん
パネラー 石田麻衣さん、
･･･
藤彌葵実さん、武田正文さん

※講師紹介

でいってほしいと思います。

終了後のアンケートの一部を紹介

三 十代のそ れぞれ異な る業種の 九名

イド を と お して 様 々 な 意 見や 質 問

この会をとおして、それぞれに得

第 一講は、 邑南町で 働く、二十 ～
を 講師に招 いて、生の 声を伝え てい

が出たことにより、話が深まりまし
た。

対話！

ただきました。

けるように、スライドという掲示板

が気軽に素朴な疑問や思いをつぶや

て、余暇について ･･･
など、様々な話
をしていただきました。また、生徒

行い、仕事について、邑南町につい

第一部は、
「トークセッション」を

語る！

アプリを使い意見を募集しました。

地域のお宝再
発見だナン♪
次回も楽しみだ
ナン♪

C 邑南町
○

つぶやく！
聴く！

講師の方々

（令和３年２月１７日発行）
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田所公民館だより

年度の活動の計画を立てたいと思います。次年度の活
ラダーゲッター等のゲームをして、楽しみながら次
動に繋がる会となりますので、是非ご参加ください。

二月十二日（金）に邑南町教育委員会主
催の人権講演会が行われました。矢上、石

十二月の公民館たよりとともに配布

した「地区別戦略通信」にて、新たな戦

公民館と講師

を＊ズームでつなぎ、田所公民館からは

略のスタートにあたり、
新名称の募集を

見東、市木小学校と町内
名が参加しました。講師は、ＮＰＯ法

行い、
田所地区の皆様から複数の応募を

のではないかとの意見も相当数あり、
結

こともあり、
無理に改称しなくても良い

において、
それなりに浸透してきている

理由は、
現在の名称も田所地区の内外

は至りませんでした。

が、
今回応募された案の中からの採用に

全体会議で厳正な審査が行われました

１月に「田所をどがあずしょう会」の

いただきました。

人アダムテッドスポーツ・サポートセンタ
ー理事長高橋明氏で「パラリンピックをと
おした障がい者スポーツの魅力と可能性」
というテーマで講演されました。話の中
で、
「障がい者＝弱者」と決めつけ勝手に
支援するるのではなく、支援が必要か訪ね
ることをまずしてほしいとおっしゃって
いました。
また、パラスポーツの映像を通して、パ
ことで障がいのあるなしに関わらず共に

果として現在の名称を次のように使い

持参品：長ぼうき、サッシブラシ、デッキブラシ、歯ブラシ、
ゴム手袋、雑巾、草取りの道具、マスク 等

皆さん、今回のたよりは何か違うなと違和感ありませんでしたか？
実は、書体をＵＤ（ユニバーサルデザイン）に変えてみました。これは誰にとっても
見やすく読みやすいフォントのようで研修で知りました。公民館のパソコンがバージ
ョンアップし使えるようになりました！見にくかったりしたらまた教えてください。

毎年３回程度、公民館学級の方々を中心に清掃活動を行っています。
田所公民館は田所地区皆さんの公民館です。きれいな公民館をこれから
も維持していくために、ご協力をよろしくお願いいたします。

主事のひとりごと…『ＵＤフォント？』

ラリンピアンの凄さと、ルールを工夫する
楽しめることや、違いを認め合い

分けることとなりました。

は、
「田所地区をどがあずしょう会」と

ずしょう会」
。田所地区外での活動の際

田所地区内においては、単に「どがあ

互いに尊重することの大切さ
を話され理解が深まりました。
＊ズーム ･･･
パソコンやスマホ等を使って複数
人とのビデオ通話を可能にするアプリ。

C邑南町
○

して、使用していくこととなりました。

り、
名称も新たにスタートを図ろうとし

会長他、役員も交代して新体制とな
一月二十九日（金）に児童ク

ございました。

さった皆様、
ご協力いただきありがとう

また、この度、新名称の提案をしてくだ

よう、よろしくお願いいたします。

しょう会」にご理解、ご支援を賜ります

田所地区の皆様には、新生「どがあず

に落ち着きました。

ましたが、
最終的には馴染みのある名称
児童七名が参加しました。地域
学校で一昨年に作成した、木ソ
リで滑りました。雪が積もらず
滑ることができませんでしたが、
二年越しにようやく初滑りの機
会となりました。初めての木ソ
リを前に、地域学校の先生方に、乗り方を
教えてもらいながら一緒に楽しみました。
天候が悪くなり、三十分程度しか遊べませ
んでしたが、短時間を全集中で楽しんだ子

（オンラインで他館と繋ぎます）

歴史ある公民館の新しい可能性を探求し、公民館の更なる充実を目指します。
これからの地域づくりと公民館について、一緒に考えてみませんか？
＊参加を希望される方は田所公民館までご連絡ください。

４日（木）いちもくクラブ
※公民館に来館される方はマ
７日（日）社会教育フォーラム クの着用をお願いします。
１０日（水）瑞穂中卒業式
公民館行事は、写真や動画を
１１日（木）にもくクラブ
撮影し、公民館たよりやケーブ
１８日（金）女性セミナー
ルＴＶ等で紹介することがあり
１９日（金）瑞穂小卒業式
ます。ご都合の悪い方は事前に
２０日（土）
【公民館清掃【田所公】
お知らせ下さい。
２４日（火）瑞穂小・瑞穂中修了式
２７日（土）東光保育園卒園式

日にち：3 月 7 日（日）
時 間：9:30～14:45
場 所：田所公民館会場

－３月－

１２

どもたちと地域学校の先生たちでした。

新「どがあず
しょう会」と
一緒に、田所
地区を盛り
上げていこ
うナン♪

－主な行事予定－

－２月－

１１

ラブを対象に、ソリ滑りを行い、

○日
時 ３月１８日（木）13:30～15:00
〇集合場所 田所公民館
○内
容 ラダーゲッター等のゲームをして、
次年度の活動を計画します。
○締 切 り ３月１５日（月）
※詳細は、公民館へお問合せください。

一月二十日（水）に田所公民館女性セミナー
第八講「昔あそびで小学生と交流しよう」を開
催し、４名の参加がありました。
瑞穂小学校一年生に、女性セミナーと地域の
方々が昔あそびを教えながら、一緒に交流を楽
しみました。
「紙ヒコーキ」
「けん玉」
「お手玉」
「じが玉
鉄砲」
「コマまわし」の５種類の遊びがありま
したが、女性セミナーでは、お手玉を担当しま
した。
３つ投げてキャッチすること
は、とても難しかったため、歌
を歌いながらリズムに合わて横
の人に渡したり、頭の上に乗せ
たりするゲームをしました。子
どもたちは、とても楽しそうで
時間が足りないくらいでした。
また、会員の皆さんも童心に戻
られたかのように、子どもたち
と一緒になって、笑顔が絶えな
い楽しい時間を過ごされていました。

女性セミナー第１０講を下記の通り開催します。

２７日（土）ウォーキングの日【市木地区】

